令和３年５月平戸市教育委員会定例会議事録

日

時 令和３年５月 20 日(水)

場

所 教育委員会

出席委員
出 席 者

午前９時 30 分開会

午前 10 時 50 分閉会

応接室

戸田眞須美委員、久家孝史委員、宮﨑トシ子委員、岡康則委員
小川茂敏教育長
橋口教育次長、永田理事兼学校教育課長、久松理事兼生涯学習課長、
田中教育総務課長、今村文化交流課長、森川平戸図書館長

発言者

質疑等
(日程第１

開会)

教育次長

ただ今から、令和３年５月平戸市定例教育委員会を始めさせていただき
ます。

教育長

おはようございます。
今日は雨の中ご出席有難うございます。自然の警鐘でしょうか、平年よ
り 20 日以上も早い梅雨入りとなりました。
今月こそ新型コロナウイルス感染症の話をしないで済むと、そんな時を
待ち望んでいますが、更に厳しさは増すばかりです。本市におきましても、
５月に入り４名の感染者が発生し、小中学生にも相当数の濃厚接触者がい
ましたが、事なきを得ましてホッとしているところです。
さて、新型コロナウイルス感染症の影響で、恒例の県市町村教育委員連
絡協議会が中止となりましたことから、昨日、県教育委員会と市町教育長
とのテレビ会議で教育長部会が行われました。その議題は３つ。一つ目に
は教員の人材確保について、二つ目に学校の働き方改革について、三つ目
にＩＣＴ教育の推進についてでありました。
この３つのテーマの根底にあるものは、深刻な教師の人材不足です。教
師はテストの採点を持ち帰り、朝３時から教材研究して、早朝から学校へ
行き子供たちの登校を迎える。その苦労に余りある教師としての喜びやや
りがいがある。そんな教師道もこれからは難しいようです。あらゆる職場
が人手不足になる中、教師が選ばれる職業としての地位を維持しなければ
優秀な人材が集まらず、代替え教師も見つからない状況になります。３つ
のテーマは、個別に議論されましたが、ＩＣＴを活用した働き方改革を推
進しなければ教師の確保が難しい。そんな議論であったようにも感じたと
ころです。
大切にしなければならないところを見極めながら、教師の働き方の見直
しに照準を合わせた思い切った改革を進めていかなければならないと思
っておりますので、どうぞ委員の皆様にもご意見を頂きますようお願い申
し上げます。
それでは、議事日程により進めさせて頂きます。
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教育長

（日程第２

議事録署名委員の指名について）

日程第２ 議事録署名委員の指名につきまして、久家委員、宮﨑委員を
指名させていただきます。
教育長

（日程第３

議事録の承認について）

日程第３ 議事録の承認につきましては、４月定例会の議事録について
事前に送付しておりましたので、ご確認いただいていると思います。何か
ございましたでしょうか。
（「ありません。」の声あり。）
教育長

特にないようでございますので、４月定例会の議事録については、承認
されました。

教育長

（日程第４ 教育長報告について）
続いて、日程第４ 教育長報告です。
資料１ページをお開きください。主なものについて報告します。
５月７日に、平戸市相撲連盟の平松会長さんをはじめ役員の皆様がお越
しになり、平戸城下にある相撲場の移転新築を要望されました。その後、
市長にも要望されたようです。
８日は、東京 2020 オリンピック聖火リレーが、亀岡公園をスタート、
平戸オランダ商館をゴールとして、1.7ｋｍを９名のランナーで聖火をつ
なぎました。
９日と翌週 16 日に多くの学校で運動会が実施されましたが、私は、田
平地区の小中学校４校の運動会に参りました。18 日は、長崎県市町教育委
員会合同研修がテレビ会議で行われました。
今後の予定ですが、市中体連は５月 23 日に球技・武道、６月 10 日に陸
上競技を予定しています。陸上競技につきましては、新型コロナウイルス
感染症対策として、昨年同様、佐世保市陸上競技場で行います。
５月 31 日に県中堅教諭等研修「第３ブロック実施運営委員会」を実施
します。平戸・松浦・北松地域の教職員の研修ですが、今年度は、平戸市
が担当です。
６月市議会定例会は、７日に開会予定です。13 日には、少年の主張大会
を平戸文化センター大ホールで開催します。
15 日以降、学校訪問を予定しています。教育委員さんも授業風景をご覧
いただけますので、希望される方はお申し出ください。
以上、報告させていただきます。
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委員

相撲連盟からの移転新築の要望ですが、移転の候補地の具体的な要望は
あるのでしょうか。

教育長

現在の相撲場につきましては、過去には国体が開催されるなど歴史ある
聖地であり、貴重な場所となっています。しかし、時代も流れ、更衣室、
シャワー室など環境整備など含めた相撲場としての在り方を考える必要
があると考えています。
具体的な移転先については特定していませんが、これまでも全国大会、
九州大会など大規模な大会については、県内では平戸市での開催がほとん
どであり、運営面も市相撲連盟が中心となり実績も十分ございますので、
県立相撲場としての整備を県に要望していきたい考えもあります。

教育長

教育長

他になければ、報告済みとさせていただきます。
（日程第５ 議事）
日程第５ 議事に移ります。
次は、議案第 13 号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出
について 議題といたします。

教育総務
議案第 13 号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出につい
課長
て ご説明させていただきます。
以下説明、省略
委員

補正予算の学校保健特別対策事業は、新型コロナウイルス感染症対策と
いうことですが、どういった内容を予定しているのでしょうか。

本事業は、当初予算で計上していましたが、４月に国庫補助金の上限額
教育総務
が示されたことから増額補正するもので、対策の内容については、消耗品
課長
では、消毒液、除菌シート、手袋、マスクなどを、備品では、換気のため
の網戸、空気清浄機などを各学校と調整しながら購入する予定をしていま
す。
委員

ふるさとの新たな魅力を発信するキャリア教育実践事業は、２か年の研
究指定ということですが、発表会はどのようにするのでしょうか。

２か年の研究指定ですので、令和３年度は中間発表、令和４年度が最終
教育総務
的な発表となる予定です。
課長
理事兼学

ふるさと学習については、各校取り組んでいるところですが、大島中が
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校 教 育 課 積極的に取り組んでいるということで指定されたという経緯があります。
内容については、昨年度の他市町の例を一つあげると、起業というか特
長
産品などを取り扱うお店を立ち上げて、資金を基にやり繰りし、利益を得
るというような取り組みがあります。そうすることでふるさとを愛し、誇
りに思う心情を育み、社会人になった時に、できることならふるさとでの
起業を期待しながら、起業家資質・能力も養うために取り組むものです。
委員

佐世保市の祇園小学校では、４ケ町商店街などで実施しており、生きて
いく能力を高めているものと大いに参考になる事例もあります。具体的な
内容はどのように予定していますでしょうか。

理事兼学

詳細まではまだ決定していません。生徒がふるさと大島をデザインした

校 教 育 課 レジ袋を製作し、店舗で利用していただくなど予定しています。
長
委員

このような事業は、学校だけではなく、地域ぐるみで実施しないとうま
くいかないし、地域に根付くようにやっていただきたいと思います。公民
館や漁協などと連携するという説明でしたので、うまくいくことを期待し
ています。
事業の目的の根底には、子どもの心を耕し、心の成長があると考えます。

教育長

ふるさと学習をテーマに県下 11 校が指定され力を入れています。
中学時代にやることが、意義があるものだと考えますし、私も楽しみに
しているところです。

委員

契約締結の議案である南部中学校校舎大規模改修事業の内容を教えて
ください。

今回議案として提出しています建築工事のほか、機械設備工事、電気設
教育総務
備工事と３つの工種を予定しています。
課長
建築工事は、屋上防水工事、外壁改修や建具改修、床張り替え、壁塗装
などの内装改修を、機械設備工事は、空調設備、衛生器具、給排水設備の
改修を、電気設備工事は、照明のＬＥＤ化、インターホン、放送設備の改
修などを計画しています。
委員

教育総務

機械設備工事での空調設備は、児童生徒の健康管理のため、熱中症対策
として既に設置していると思うのですが、今回新設するものでしょうか。
空調設備については、普通教室は既に設置しておりまして、今回は図書
令和３年５月定例会
- 4 -

課長
教育長

室への新設、ＰＣ室、保健室などの取り換えを予定しています。
他にご質問はありませんか。よろしいですか。
（「はい。」の声あり）

教育長

議案第 13 号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出につい
て 原案のとおり可決することといたします。
（日程第６

その他）

教育長

日程第６ その他 に移ります。
（１）共催・後援等について 説明をお願いします。

理事兼学

学校教育課所管の後援１件について、ご説明させていただきます。

説明、省略
校教育課
長
生涯学習課所管の後援３件、名義使用（協賛）１件について、ご説明さ
理事兼生
涯 学 習 課 せていただきます。
説明、省略
長
委員

長崎県美術展覧会の名義使用（協賛）の申請について、教育委員会とし
てはどういった関わり方をするのでしょうか。

今回の協賛の申請については、教育委員会の名義の使用のみで協賛金な
涯 学 習 課 どお金の支援や職員の業務協力などはありません。

理事兼生
長

教育長

他になければ（１）共催・後援等については報告済みといたします。
続いて（２）各課長報告に移ります。

教育総務
課長

教育総務課です。資料の 16 ページをご覧ください。
まず、実績報告です。４月 27 日、第１回事務の共同実施連絡協議会が
行われました。５月８日東京 2020 オリンピック聖火リレーに従事しまし
た。
今後の予定ですが、５月 28 日学校給食栄養士打ち合わせ会、６月７日
市議会定例会が開会予定です。以上です。

理事兼学
校教育課

学校教育課です。資料 17 ページをご覧ください。
まず、実績報告です。４月 25 日、５月９日、16 日には市内小中学校そ
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長

れぞれ運動会が行われました。16 日は雨天の中行われましたが、野子小学
校のみが 18 日に延期になっています。７日は校長研修会を行いました。
今後の予定ですが、市中総体を５月 23 日には球技と武道、６月 10 日は
陸上競技を行う予定です。
５月 25 日には、県市町教育委員会学校教育課長会等会議、超勤改善等
対策会議ともにオンラインで実施されます。27 日、28 日は全国学力・学
習状況調査、県学力調査が各学校において実施されます。
６月４日は学校保健会総会及び研究大会をオンラインで開催予定です。
14 日にはＧＩＧＡスクール地区別研修会を実施する予定です。以上です。

理事兼生
涯学習課
長

生涯学習課です。資料 18 ページをご覧ください。
まず、実績報告です。４月 23 日県・市少年センター連絡会に出席しま
した。24 日は令和３年成人式実行委員会を行いました。これは新型コロナ
ウイルスの影響により中止になりました成人式の実行委員会で、代替の成
人式を実行委員会主導で来年１月２日に開催する方向で協議しています。
４月 29 日は長崎県スポーツ少年団軟式野球交流大会平戸・松浦ブロッ
ク大会が５チームの参加で開催され、うち２チームが県大会へ出場するこ
とになりました。
５月７日は、市相撲連盟から相撲場移転の要望がなされました。今後、
内容について検討を進めていく予定です。５月８日は東京 2020 オリンピ
ック聖火リレーが平戸市で開催されました。委員の皆様にはご出席いただ
きまして誠にありがとうございました。
５月 10 日少年補導委員連絡協議会役員会、13 日青少年健全育成連絡協
議会に出席しました。
今後の予定ですが、５月 21 日に中部地区体育振興会総会に出席予定で
す。６月 13 日は、少年の主張大会を開催予定です。新型コロナウイルス
感染症の感染防止対策を図りながら実施していきたいと考えています。以
上です。

平戸図書
館長

平戸図書館です。資料 18 ページをお願します。
まず、実績報告です。４月 23 日から５月 12 日まで「ＧＷは図書館へ行
こう！」と題して映画会など様々な催しを企画しています。
今後の予定ですが、６月７日図書館協議会が開催されます。以上です。

文化交流
課長

文化交流課です。資料 19 ページをお願します。
まず、実績報告です。５月４日に国指定名勝「棲霞園、梅ケ谷津偕楽園」
の庭園講座、４日、５日に春の特別公開されました。５月 16 日には、ＡＮ
ＪＩＮバラ展を開催し多くの方に来場いただきました。６月６日までは
19：00 から 21：00 までライトアップする予定です。
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今後の予定ですが、５月 30 日に予定していました第 26 回按針忌を 29
日に変更して開催予定です。以上です。
委員

中総体の新型コロナウイルス感染症対策として、部活動の練習時間や保
護者の応援などの制限は、どのような予定でしょうか。

理事兼学
部活動の練習時間は、平日は２時間以内で土日は休止となっています。
校 教 育 課 中総体の応援ですが、屋外競技については生徒１人につき２名までの入場
長

委員

制限、屋内競技については無観客など制限を設けて、県教育委員会からの
指示を参考にして行う予定です。
５月 16 日の運動会は、あいにく雨の中での開催になりましたが、普段
味あわない貴重な経験ができたと思います。人生は紆余曲折で色々なこと
がありますので、この経験により得たものも大きかったと思います。校長
先生をはじめとした先生方の実施の判断がすごいなと思いました。保護者
の方も延期になると仕事などで日程が合わなくなり、行けなくなるので良
かったとおっしゃっていました。

理事兼学
大変難しい状況下でしたが、実施された校長先生方は、今年は例年にな
校 教 育 課 く早い梅雨入りによって、延期しても好天により実施できる保障がないこ
長
と、延期にした場合、中総体と日程の重複すること、保護者の休日が取得
可能かなど日程の問題が生じること、当日の状況としては、気温が高く、
体温低温の心配がなかったこと、昔と比較すると水捌けの良いグラウンド
状態であることなど、色んな要因を考慮して判断したものと思います。
教育長

委員

中でも田平地区は大雨であり、４小中学校ともに工夫を凝らしながら体
育館で実施したのですが、思い出になる貴重な体験だったと思います。
ＧＩＧＡスクール地区別研修会の内容を教えてください。

理事兼学
ＩＣＴ環境に応じた１人１台タブレットの効果的な活用を想定した研
校 教 育 課 修です。県主催で講師が派遣され、各学校２名の参加により全ての教員が
長
一定程度の活用ができるように行うものです。
委員

平戸市では実施されていませんが、実施している学校でのオンライン授
業とはどのようにしているのでしょうか。

理事兼学
他県の事例を紹介します。授業時間の 45 分、50 分を丸ごとオンライン
校 教 育 課 で授業をするのではなく、最初の 10 分程度オンラインで教師が課題や考
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長

え方を示します。次に、オフラインで児童生徒は課題にそれぞれ取り組み
ます。再びオンラインで教師と考え方の交流とまとめを行います。
家庭にＷｉ-Ｆｉ環境が整っていない児童生徒は、登校し学校で教師か
ら指導を受けます。このような形式が主流のようです。
平戸市では、このような形式が取れるまでには、教師、児童生徒のスキ
ル、各家庭のＷｉ-Ｆｉ環境が追い付いていないのが現状です。

委員

佐世保市の成人式はオンラインでの実施でしたが、どのような方法だっ
たのでしょうか。

理事兼生
直接問い合わせなどしていませんが、主催者、成人代表、来賓などのあ
涯 学 習 課 いさつをオンラインで配信したものと思っています。会場にどれだけ入っ
長

たか、どのような制限を設けたのかなどは把握していません。

教育長

県内では、平戸市と島原市が１月に開催予定しており、新成人で組織す
る実行委員会主導で出来ることをやる予定です。自分たちの力で自主的に
やるという成人者の思いに寄り添い柔軟に対応できることを自慢に思い
ます。

教育長

（２）各課長報告については、報告済みとさせていただきます。
次は、（３）教育次長報告です。

教育次長

令和３年６月市議会定例会の予定についてご説明いたします。
開会は６月７日の予定と思われます。
教育委員会関係は、「令和２年度平戸市一般会計補正予算」の承認案件
及び「令和３年度一般会計補正予算」と「工事請負契約の締結について」
の議決議案２件を上程する予定となっております。
このうち、令和３年度一般会計補正予算(第３号)及び「工事請負契約の
締結について」につきましては、先ほどの議案第 13 号で教育総務課長か
ら説明があったとおりです。
次に、
「令和２年度一般会計補正予算」につきましては、生涯学習課にお
きましては、中野ふれあい会館改修事業の入札に伴う減額と、コロナ禍の
影響による減額が、中止となったツーデーウォーク等の社会体育振興事業
補助金や各体育振興会への社会体育推進補助金等の減額が主なものであ
ります。
教育総務課におきましては、ＧＩＧＡスクール構想実現事業に伴うタブ
レットＰＣの購入、ＬＡＮ工事及び中野中学校屋上改修事業の入札に伴う
減額と、コロナ禍の影響による減額が、外国語指導助手招致事業におきま
して、ＡＬＴの招致が出来なかったための減額、開催中止となった中体連
令和３年５月定例会
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に対する補助金の減額が主なものであります。
以上、ご報告いたします。
教育長

（３）教育次長報告は、報告済みといたします。
次、（４）その他

教育総務
課長

に移ります。

学校給食について報告いたします。
福岡にあります台湾弁事処長から、台湾産マンゴーを学校給食として鄭
成功の生誕日７月 14 日に食べてくださいと、縁のある中野小学校、中野
中学校にご提供いただくようになりました。
前日の 13 日に処長ご夫妻がマンゴーを自ら持参し、翌日の生誕日に中
野小学校で市長同席のもと、児童と一緒に給食を食べる予定で調整をして
いるところです。以上です。

教育長

次は、次回定例会の日程についてです。

教育次長

事務局としましては、６月 24 日（木）午前９時 30 分から教育委員会の
応接室でお願いしたいと考えております。

教育長

それでは、次回定例教育委員会は、６月 24 日（木）午前９時 30 分から
教育委員会応接室で開催ということで予定をさせていただきます。

教育長

(日程第７ 閉会)
以上をもちまして、令和３年５月定例教育委員会を終了いたします。

午前 10 時 50 分

閉会

令和３年５月 20 日

議事録署名人
署名人

委員

署名人

委員

議事録調製職員
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